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         第２回 
         浦幌町老人福祉計画 
         浦幌町介護保険事業計画策定審議会【議 事 録】 
 

開催日：平成 29年 12月 21日（木）    
時 間：午後１時 30分～午後２時 55分  
場 所：浦幌町保健福祉センター会議室  

 
【出席者】 
 委 員：上村委員(会長）、山岸委員(副会長）、金澤委員、山田委員、永澤委員、加藤委員、堀川委

員、坂下委員、齊藤委員、神谷委員 
 事務局：保健福祉課 熊谷課長、廣富参事、吉村主事補、志賀地域包括支援センター係長 
     町 民 課 山本課長、寺澤保険医療係長、石原主事 
【欠席者】 
 事務局：河上主事、牧野社会福祉士、西垣社会福祉士 
 
 
【事務局】 

  本日は、年の瀬に関わらず、公私共にお忙しい中ご参集を賜りまして、誠にありがとうございま

す。 

  審議会開催に先立ちまして、本日の委員の出席状況ですが、全委員に出席いただきました。 

  本策定審議会設置条例第７条第１項の規定に基づき、過半数以上の出席がありましたので、本会

議が成立することをご報告申し上げます。 

  また、事務局の出席状況は、保健福祉課、熊谷課長、廣富、地域包括支援センター係長志賀、高

齢者福祉係主事補吉村、町民課、山本課長、保険医療係長寺澤、保険医療係主事石原が出席してお

ります。 

  それでは、ただ今よりお手元の策定審議会議案により進めさせていただきます。 

 
１ 会長あいさつ 
【事務局】 
  それでは、議案１、会長からご挨拶をいただきます。 
【会長】 
  皆さん、こんにちは。 
  先ほど事務局から話のあったとおり、年末の多忙の中、ご出席賜りまして誠にありがとうござい
ます。 

  本日の議題につきましては、11月 22日開催した第１回審議会において承認をいただきました、浦

幌町老人福祉計画・介護保険事業計画の策定にあたって、高齢者等の現状と推計、介護給付と認定

状況、及び第６期計画の実績に係る計画対比に基づきまして、議題１の計画の素案、第 1章～第２

章について説明させていただきます。 

  次に、計画書の第３章に位置付ける予定である議題２、計画の基本的な考え方については、本計

画の基本理念、目標、地域包括ケアシステムの構築、更には、将来推計としまして、人口、要支

援・要介護認定者数の推計につきまして、ご意見を賜ります。 

  議題３、介護保険サービス給付の見込みについては、高齢者人口及び認定者数の推計をもとに、

第７期計画期間となる平成 30年度から平成 32年度の３ヵ年と、団塊の世代が 75歳以上となる 2025

年、平成 37年の介護サービスごとの利用見込者数により、各年度の総給付費の見込みを、最後に、

今後のスケジュールについて説明をいたします。 

  皆様のご意見をいただきながら進めてまいりたいと思います。 
  どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 
２ 議題 
 (１) 計画の素案（第１章～第２章）について 
【会長】 
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  それでは、会議次第の２、議題１の計画の素案、第１章～第２章について議題といたします。事
務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 
  それでは、お手元の議案、議題１の計画の素案、第１章～第２章について説明させていただきま
す。 
１ページ、目次になります。第１章、計画策定にあたって、第２章、高齢者等の現状となってお

ります。 
 第１章 計画策定にあたって 
  第１節 計画策定の趣旨 
   １～６ 
  これらにつきましては、会長からご挨拶のあったとおり第１回の策定審議会でご審議いただいた
内容を掲載しております。 

  第２節 介護保険制度の改正について 
  こちらについても、第１回策定審議会の議案１の最後のページで参考として、国の介護保険法の
改正に基づきます、基本的な考え方ということで説明をさせていただいた部分の掲載となっており
ます。 

 第２章 高齢者等の現状 
  第１節～第２節１、２ 
  これらについてはご覧のとおりでございます。 
  第２節 
   ３ 要介護等認定者の男女・年齢階級別の状況 
  10ページの上のグラフのとおり、前回ご説明申し上げましたが平成 24年から平成 26年度まで認
定率の推移は横ばいでしたが、第６期計画に入りまして平成 27年度から本年度までの見込みですけ
れども、20％から 19％弱といった形で認定率が下がっている状況でございます。また、11ページの
上の図につきましては、男女、年齢階級別認定者数の状況ですけれども、年齢を増すごとに認定率
が急上昇するといった状況となっています。また、男女の比率が非常に大きいのが浦幌町の特徴で
す。 

  第３節 介護保険サービス給付の状況 
  これにつきましては、今回新たに第１章の中に付け加えた部分です。 
   １ 施設・居住系・在宅サービス受給者数 
  図表２－９、受給者数の推移でございます。下から黄色の部分、こちらが施設のサービスの受給
者数、真ん中緑色が居住系サービス、上の青色が在宅サービスとなっております。上の折れ線グラ
フにつきましては、合計受給者数でございます。 

  ここで、議題３の最後のページをご覧ください。下の四角で囲んである在宅サービス、居住系サ
ービス及び施設系サービスを介護給付のサービスごとにまとめた表になります。 
在宅サービスは、居宅サービスの訪問看護通所介護など、地域密着型サービスでは浦幌町社会福

祉協議会が実施する認知症対応型通所介護など、他に介護予防支援、居宅介護支援になります。 
居住系サービスは、居宅サービスの特定施設入所者生活介護は養護老人ホームになり、地域密着

型サービスの認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護につきましては、オ
ーディナリーサーヴァンツが運営するグループホーム等になります。 
施設サービスは、地域密着型サービスの地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、施設サー

ビスの介護老人福祉施設は、特別養護老人ホーム等になります。 
  この区分ごとに受給された方が何人居るのかをグラフ化いたしました。 
  ページをもとに戻っていただき、議題(１)の 11ページをご覧下さい。 
  この介護サービスの受給者数の総数は、平成 26年４月から増加しております。平成 27年４月に
は 317人でしたが平成 29年４月には 284人となりまして、１割減少しています。この介護サービス
受給者数を種類別に見ますと、在宅サ－ビスが最も多く、次に施設サービス、居住系サービスと続
いております。なお、在宅サービス受給者は、平成 27年 10月には 166人いらっしゃいましたけれ
ども、平成 29年４月には 139人となり、16.3％減少しています。 

   ２ 居宅サービス 
  訪問介護、通所介護等のサービス、また、養護老人ホーム等の特定施設入居者介護等でありまし
て、主に在宅で受けるサービスでございます。 

    (１) 居宅介護給付サービス（要介護１～５） 
  図表２－10、居宅介護給付サービスの現状の一番右側ですが、第１回策定審議会では、平成 29年
度の実績見込みを記載しておりませんでしたが、本年度の見込みを記載しまして第６期の計画受給
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者数との計画対比を表しました。見ていただいたとおり、訪問介護は年々右肩下がりで減少してお
ります。また、デイサービスにつきましても同じように減少し計画を下回っている状況です。 

    (２) 居宅介護予防給付サービス（要支援１・２） 
  ほぼ計画どおりとなっております。 
   ３ 地域密着型サービス 
  こちらにつきましては、グループホーム等の認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護
等になります。認知症対応型通所介護につきましては浦幌町社会福祉協議会が展開しているサービ
スでございます。 

    (１) 地域密着型サービス給付（要介護１～５） 
  ほぼ計画どおりになっていますが、認知症対応型通所介護が計画を下回っております。 
    (２) 地域密着型介護予防サービス給付（要支援１・２） 
  計画どおり利用者はいませんでした。 
   ４ 施設サービス 
  こちらは、特別養護老人ホーム等の介護老人福祉施設、老健と呼ばれる介護老人保健施設等にな
ります。サービス給付につきましては、ほぼ計画どおりになっております。 

   ５ その他の介護保険給付等 
    (１)～(２) 
  これらにつきましては、前回説明したとおりでございます。 
   ６ 施設・居宅系・在宅サービス費用額の推移 
  こちらにつきましては、第１回策定審議会でパワーポイントを使用し、説明したものになりま
す。 

  本町の介護サービス費用は、平成 26年度にピークとなり、６億円を超えました。平成 28年度の
実績では、５億 5,559万円となり減少しています。計画に対して下回った状況となっています。 

  在宅サービス費用額は、平成 26年度に２億 161万円でしたが、平成 28年度には１億 5,727万円
となり、22.0％減少しています。 

   ７ 介護サービス給付費（要介護１～５） 
  こちらは、今回新たに加えたもので今回初めてご説明申し上げます。平成 27・28年度の実績と計
画を対比して増加傾向にあるとした給付費の計画は、実績の伸び率で 96.0％となり減少したことに
なります。 

  下の図表２－18、こちらが給付費の状況でございます。 
   ８ 介護予防サービス給付費（要支援１・２） 

増加傾向にあるとした給付費の計画は、実績の伸び率で 64.6％となり減少したことになります。
総体的に給付費のみで申し上げますと第６期計画を平成 26年度末に策定しまして、平成 27、28、29
と３ヵ年計画に対して実績は大きく下回っております。 
第４節 地域支援事業の状況 

１ 地域支援事業 

  平成 18年度の介護保険法の改正によりまして、記載しているとおりでございます。 

また、平成 27年度の介護保険法の改正によりまして、地域支援事業について制度の大幅な改正が

なされまして、第６期期間中に、介護予防給付における訪問介護それから通所介護の予防になりま

すが、平成 28年３月から本町におきましては、介護予防・日常生活支援総合事業になりますけれど

も、これに移行しまして、また平成 28年４月からは包括的支援事業のうち、在宅医療・介護連携推

進事業、それから生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業を実施しました。 

(１)～(11) 

  これらについては前回ご説明したとおりでございます。 

(12) 包括的支援事業（社会保障充実分） 

３事業を平成 28年４月から実施したところでございます。これらにつきましては、今回新たにご

説明申し上げます。 

① 生活支援体制整備事業 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的として、本町におい

て生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能としては、主に資源

開発やネットワーク構築の機能の担い手となる、生活支援コーディネーター、地域支え合い推進員

と申しますけれども生活支援コーディネーターを浦幌町社会福祉協議会に委託をしまして１名配置

しました。 
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② 認知症総合支援事業 

認知症またはその恐れのある方やご家族に対しまして、関係機関と連携しながら、医療機関への

受診や介護保険サービスの利用などの助言と支援を行なう事業です。 

地域包括支援センターでの認知症相談、認知症予防の取り組みを充実させることを目的に、認知

症地域支援推進員の配置、これにつきましては浦幌町地域包括支援センターに１名を配置、それか

ら認知症初期集中支援チームを設置し、大江病院と連携のもと実施しました。 

③ 在宅医療・介護連携推進事業 

高齢者ができる限り自宅等の住み慣れた場所で療養し、自分らしい生活を続けるために、退院支

援から日常の療養支援、病状の急変時の対応まで、様々な場面で在宅医療と介護がそれぞれの役割

を持ちまして連携し、高齢者とその家族を支えていくことが必要であることから、適切な在宅での

ケアにより、安心して自宅で過ごすことができるよう、医師・歯科医師・薬剤師・リハビリ専門

職・看護師などの医療関係の専門職と介護支援専門員や介護福祉士などの介護福祉の関係者との連

携を強化する事業です。 

  次に、26ページ、図表２－32社会保障充実分の包括的支援事業の実施についてです。第６期計画

での計画はありませんでしたが、生活支援体制整備事業として、生活支援コーディネーターを平成

29年４月から１名配置。協議体につきましては、本年設置予定。認知症総合支援につきましては、

認知症初期集中支援チームを設置しまして、訪問支援対象者としまして平成 28年度に３名、今年度

は６名といった形で実施しております。認知症地域支援・ケア向上事業につきましては、地域包括

支援センターに１名を平成 28年度に配置し、今年度も配置しております。 

第５節 介護保険を補完する事業の状況 

１～６ 

これらは、第１回審議会で説明した内容に平成 29年度の見込みを付け加えたものでございます。 

第６節 老人福祉サービス事業の状況 

１～３ 

  以上が第１章から第２章までの構成でございます。基本的には、第１回審議会におきましてご審
議いただいた内容を計画書の素案として計上したところでございます。 

【会長】 
  ただいま、議題１の計画の素案、第１章～第２章について、事務局より説明がありましたが、皆
様から質問、ご意見を賜りたいのですがございませんか。 

《全委員承認》 
 

 (２) 計画の基本的な考え方について 
【会長】 
  それでは、議題の２、計画の基本的な考え方について議題といたします。事務局より説明をお願
いいたします。 

【事務局】 

   １ 基本理念 

  「ともに支え みんなで創る いつまでも暮らせるまちづくり」、こちらにつきましては、「浦幌

町第３期まちづくり計画」を本町の最上位計画としまして、「浦幌町地域福祉計画」がございます。

本審議会において審議いただいている計画につきましては、高齢者分野の浦幌町老人福祉計画・浦

幌町介護保険事業計画といった位置づけになっております。浦幌町地域福祉計画の基本理念としま

して、「ともに支え みんなで創る いつまでも暮らせるまちづくり」、これを基本に本介護保険事

業計画等につきましても進めてまいります。地域福祉計画に基づく基本理念を掲げて、地域福祉に

関するすべての分野を包括し、高齢者福祉施策や介護保険サービスを展開してきました。この基本

理念は、第７期においても踏襲し、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続して営

むことができるよう、介護・予防・医療・生活支援・住まいの５つのサービスを切れ目なく提供す

る地域包括ケアシステムの実現を念頭に、保健、医療、福祉の関係機関・団体の連携により、地域

全体で高齢者を支える体制づくりを進めます。 

また、高齢者の生活環境を整備するとともに、地域住民などと協力し、災害等の緊急時や日頃の

見守り体制の充実を図ります。 
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  さらに、高齢者一人ひとりがいつまでも健康で自立した日常生活が送れるよう支援、健康意識を

高め、健康の保持・増進、介護予防に努めます。万一介護が必要な状態になっても、適切なサービ

スが受けられるよう、サービス基盤、相談、支援体制の充実を図ります。 

２ 基本目標 

本計画の理念を実現するため、次の４つの基本目標を新たに設けます。 

    【基本目標Ⅰ】 社会参加と生きがいづくりの推進 

高齢者を尊重しながら、様々な活動に参加できる機会を充実させ、地域づくりの担い手としても

活躍できるよう支援します。 

これにつきましては、第１回審議会において分母と分子について説明させていただきましたけれ

ども、高齢者が地域づくりの担い手として活躍していくことを目標の１としております。 

    【基本目標Ⅱ】 高齢者が安心して暮らせるまちづくりの推進 

  地域全体で高齢者を支える医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスの適切な組み合わせに

よる地域包括ケアシステムを推進します。 

  また、住み慣れたこの浦幌町で暮らすために、関係機関や地域住民の協力による見守り支援体制
の充実に努めます。 

    【基本目標Ⅲ】 介護予防と生活支援の充実 

  高齢者一人ひとりが、加齢・疾病による機能低下を防ぎ、健康で長生きができるための高齢者の

健康づくりを推進します。 

  また、介護予防・日常生活支援総合事業に取り組みます。 
  これにつきましては、健康寿命をどれだけ延ばすことが出来るかということで前回説明したとこ
ろでございます。 

    【基本目標Ⅳ】 介護サービスの充実 

  介護が必要な状況になった高齢者が、自らの意思で尊厳をもって生活をすることができるよう、
介護保険の各種サービスの充実を図ります。 

  より一層サービスの質や利便性の向上に努めるとともに、家族の負担軽減及び相談支援の充実に

努めます。 

３ 地域包括ケアシステムの構築 

 (１) 地域包括ケアシステムの基本理念 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むため

に、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制です。 

図表３－１でございますが、左側が 2012年、平成 24年になりますがこれは、第５期に国が最初

に示した地域包括ケアシステムを植木鉢として表した図になります。平成 24年の第５期初年度につ

きましては下に「本人・家族の選択と心構え」があり、鉢がありまして、そこに、「すまいとすまい

方」、土の中に、「生活支援・福祉サービス」の基盤整備等、またサービスの提供を整えまして、種

を植えると、「医療・看護」、「介護・リハビリテーション」、「保健・予防」の芽が出てきます。 

この芽を大きくするために、土、皿、鉢がどれだけ連携できるかのイメージを表しています。 

右側の 2015年度版は平成 27年度第６期の初年度に示された図でございますけれども、左側の葉

にあります「予防」が「介護予防」として右の土の部分に移動しております。ですから、自身や地

域住民の支えによって介護予防をしていくことになります。その介護予防をし、生活支援体制を整

え、種を蒔いて、立派な葉が実るような形が地域包括ケアシステムの植木鉢といった表し方になっ

ております。 

 (２) 地域包括ケアシステムの中核機関（地域包括支援センター） 

  本町の地域包括支援センターは、高齢者等が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継

続することができるように、関係機関とネットワークを構築し、支援することを目的として、地域

支援事業を実施しています。 

本町においても、高齢者の心身の健康保持、介護・保健・福祉・医療の向上、生活の安定のため

に必要な援助・支援を包括的に行う中核機関として、町直営の浦幌町地域包括支援センターを設置

しています。 

 (３) 地域包括支援センターの機能強化 

  下の図表３－２になります。 
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  この包括支援センターの機能強化をこちらの図でうたっております。この表は、厚生労働省の全

国介護保険担当課長会議の資料ですけれども、これを一部改変しまして、真ん中の黄色い部分、浦

幌町地域包括支援センターでございます。この地域包括支援センターは下のオレンジ色の介護予防

の推進、それから、左側、包括的支援業務、介護予防ケアマネジメントといった業務を進めており

ますけれども、平成 27年度の介護保険法の改正によりまして右上から申し上げますと、高齢者のニ

ーズとボランティア等の地域支援とのマッチング、生活支援コーディネーターを開始したところで

ございますし、地域ケア会議、それから左側の青い部分、在宅医療・介護連携それから、認知症に

対する総合施策といったところの事業を包括的に実施するといった内容になっております。非常に

重要なポディションでございますので、こちらの機能強化について載せたところでございます。 

４ 将来推計 

 (１) 人口推計 

  平成 27年度から平成 29年度の住民基本台帳を基に、コーホート変化率法により算出した人口推

計をみると、本町の総人口は年々減少しておりまして、2025年の平成 37年になりますけれども、総

人口は、平成 27年から 18.1％の減、935人が減るとなり 4,232人と推計されます。 

  一方、高齢者人口は、平成 32年度までは増加するが、平成 37年度には 1,830人と減少すること

が予測されます。 

  また、年少人口と生産年齢人口は一貫して大幅に減少することが予測されており、それに伴い、

高齢者人口割合、高齢化率は増加を続け、2020年には 40％を超え、2025年には 43.2％に達する見

通しです。 

  図表３－４、人口推計及び高齢化率をこの表でまとめたものですが、平成 27年度 5,167人居た人

口が、一番右の平成 37年には 4,232人、高齢化率につきましては 37.4％から 43.2％に上がるとい

った状況に推計されているところでございます。 

(２) 要支援・要介護認定者数の推計 

  65歳以上の認定者数の推計を見ますと、本計画の最終年度となる 2020年度、平成 32年度には、

平成 27年度から 8.3％の 82人が増えるということで 417人と推計されます。 

  また、団塊の世代が 75歳以上となる平成 37年度には、平成 27年度から 9.1％、70人の増となる

ことが予測されます。 

  認定率は、第６期計画期間は減少傾向にあったものの、第７期計画期間は増加する傾向にあり、

平成 37年度には４人に１人が認定されることが予測されます。 

  下のグラフになります。図表３－６、要支援・要介護認定者数の推計でございますけれども、平
成 27年から 29年度に第６期計画では、20％から 18％弱に認定率が下がってきたのですけれども、
来年度から 19％から 22％弱まで上がる、また、平成 37年度には 24.9％になりますので、４人に１
人が認定されるといった見込みがされるといったところになります。 

  以上で、「議題(２) 計画の基本的な考え方について」をご説明申し上げましたので、よろしくご
審議のほど、お願い申し上げます。 

【会長】 
  それでは、事務局の方から、議題の２、計画の基本的な考え方について説明がありましたが、何
かご意見、ご質問等ありましたら受け賜りたいと思います。 

【委員】 
  地域包括ケアシステムについての説明があったが、浦幌町として具体的に何をするのか見えな
い。 

【事務局】 
  地域包括ケアシステムの本町の取組み、考え方というのは範囲が広いのでかいつまんでしかご説
明できないのですが、先ほど申しました、議案１の第３章の下の表で説明させていただきます。地
域包括ケアシステムは介護施設関係が整備されていない本町におきまして、在宅でどのように住み
慣れた地域で長く日常生活を送れるかが一番のポイントだと思っております。浦幌町に住んでいる
高齢者が自分の家で長く住むために、誰もが健康寿命を延ばすことを考えて、介護や医療を受けて
いないときには様々な形の社会参加、老人クラブ、自治会、ボランティア、また、介護予防事業で
言いますと、まる元教室、本日開催しております、いきいき元気教室等の介護予防事業に積極的に
参加していただき、またお元気な方には担い手となり社会参加をしていただく施策を考えておりま
す。また、医療が必要になったら本町におきましては町立診療所の一箇所しか無い訳でありますの
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で、専門医に診てもらうための通院にかかる支援サービスといったところの手助けなど医療の受診
関係の支援を進めていくという考えを持っています。また、介護が必要になったら、右側上になり
ますけれども在宅系のサービスになりますが訪問通所、訪問看護等、在宅のサービスの充実を図っ
ていかなければなりません。在宅サービス受給者の人数につきましては、先ほど説明いたしました
が、やはり、160人から 200人が自宅で介護サービスを受けなければこの浦幌で住めなくなる、転出
せざるを得ないという状況でございますので、この在宅サービスの充実を図って生きたいと考えて
おります。また、常時介護が必要になった場合につきましては、これから説明させていただきま
す。いずれにしましても、様々な高齢者の施策、問題がありましてこれをトータル的に包括的にや
るのは難しいところではございますけれども、そういった地域づくりを徐々に広げながら、この地
域包括ケアシステムの理念をもとに、地域の実情に合った医療、介護、介護予防、住まい及び自立
した日常生活の支援が包括的に確保される体制を、時間はかかりますが、深化し推進して行きたい
と考えているところです。 

【委員】 
例えば、Ａさんが在宅で一人暮らし、少し生活に支障をきたしている、あるいは認知の傾向が強

くなってきている、そういった時どのような流れでどこに相談すればよいのか、サービスを受ける
時、施設に入所する時にどの組織が絡むのか、具体的な流れが分からないので説明願いたい。 

【事務局】 
  先ほどご質問のありました具体的な方法なのですけれども、私たちは直営で相談を受けることに
なります。地域で困られている方、病気になって介護が必要になりそうな方、介護予防が必要な
方、いろいろな方がいらっしゃると思うのですが、ご本人さん、ご家族の方が地域包括支援センタ
ーの方にご相談していただくといった形になります。その相談を受けたときに介護認定の必要な
方、介護予防事業の必要な方をそれぞれお勧めし、ご本人さん、ご家族さんと相談してどのように
していきたいのかを決めていくことになります。介護保険サービスを受けるかは、ご本人さんの意
向が一番大事だと思いますので、ご本人さんが在宅で生活していきたいと言った時に自分が何を困
っているのか、例えば、食事の支度、掃除で困っているということであれば、ヘルパーさんがお伺
いするサービスもございますし、介護予防で考えていくと出掛けて体操をしたり、人とお話をする
ためにデイサービスを勧めたり、浦幌町の限りあるサービスではあるのですが、その中でサービス
を受けていただいて、そこから在宅でどのくらい長く生活していけるのかになります。 
もうひとつ言える事が、地域の中での見守り体制ということで見守りネットワークや徘徊ＳＯＳ

ネットワーク等のネットワークを作っていきながら、地域で一人暮らしの方、二人暮らしの方、家
族と暮らしている方それぞれいらっしゃると思うのですが、出来るだけお互いに声を掛け合って見
守りをしていくということも大事なネットワークの中のひとつだと思います。 
そのような生活を出来るだけ長くご自宅で、ご本人さん、ご家族の望む形でしたいことを支えて

いくのが、地域包括支援センター、また、介護保険になれば、ケアマネージャーさん、介護サービ
ス事業所さん、皆さんが協力しながらやっていくということになりますが、医療とは切っても切り
離せませんので、私たちは町立診療所と月に１回打ち合わせを行いながら、その方々の自宅で生活
するための困りごとはないかを話し合っていくことで医療との連携が重要となってきます。あと
は、介護保険事業所と話し合いも行いますが、最終的に自宅で生活していけない状況になったとき
は、グループホームさんや特別養護老人ホームさん、老健など、そのときに合った状態の所へ地域
包括支援センターがケアマネージャーやご家族と話し合っていくことになっていきます。そのよう
な流れの中で例えばＡさんを支えていくために地域包括支援センターは高齢者相談の窓口として拠
点を持っています。 

【委員】 
  平成 27年度の介護保険法の改正で地域包括支援センターが大きく変わったことはあるのでしょう
か。 

【事務局】 
  先ほど、地域支援事業としてご説明させていただいた部分になります。議題(１)の 19ページ第４
節になりますけれども、平成 27年度の介護保険法の改正で大きく変わった部分につきましては、予
防の通所と訪問が支援１・２の方々が全国一律であった介護報酬といわれている部分から、地域支
援事業という町の事業に移行された部分がまずもって大きなところになります。ですから在宅のサ
ービスの一部が町の実施する事業に組み込まれまして、今現在、浦幌町においては従来型の通所型
サービス、訪問介護予防については継続して同じ形で継続実施をしているところであります。 
また、今年度につきましては、通所型で新たに設けられました、地域住民主体サービスという部

分になりますが、こちらにつきましては、旧多田医院の所で実施することになりましたＮＰＯ法人
ひだまり様の通所介護予防、国が例示する区分で申しますとＢとなります。この事業が新たに始ま
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ったところが通所サービスの部分では大きな違いだと思います。こういった新たなサービスに対す
る支援が本町の地域包括支援センターの業務が拡大しているところです。 
包括的支援事業の部分は、先ほど説明申し上げましたので割愛させていただきますが、生活支援

体制整備事業は目的という形で書いてあるとおり、在宅の高齢者の困りごとを地域のみんなで考
え、生活の支援サービスを行う、サービス基盤を作りながら支えていくとして、今年度から実施し
ています。これについては、１年、２年でサービスを作る、地域の方々との色々な話し合い、問題
点、思いをまとめて、地域のみんなで何かをやろうとするにはまだ時間がかかりますが、現在、生
活支援コーディネーターが来月 23日にこの保健福祉センターで講演会等を開催しますが、在宅の生
活支援をみんなで支え合う体制作りを浦幌町で進めております。また、認知症総合支援の認知症施
策として、地域包括支援センターが中心となり、平成 27年から認知症を地域でサポートする認知症
サポーター養成講座事業を始めまして実施しています。地域で、認知症の方、その家族の方々をひ
っくるめてサポートしながら、認知症になってもこの浦幌で住み続けることの出来るサポート体制
を構築することが目的です。 
また、初期の段階から認知症と疑われる方々に対して、医療関係者と地域包括支援センターに配

置した認知症地域支援推進員と連携しながら訪問診療を実施する体制が出来上がり、認知症専門の
サポート医として大江病院へ委託し、昨年度から実施を始めました。昨年３名、今年度６名と初期
の段階で認知症を発見することによって在宅で重篤化しない体制を作りました。また、在宅医療・
介護連携につきましては、先ほど包括の係長が申し上げたとおり、医療は切っても切り離せない部
分ですので、町の介護、医療の連携を進めています。これらが、平成 27年度の法の改正によって地
域包括支援センターの業務で大きく変わった部分になります。 

【委員】 
  立派な、このようなサービスがあるのですけども、実際に必要としている人が第一に保健福祉課
へ声をかけなきゃ始まらないことだと思うのですよね。保健福祉課は、本人からなのか、同居して
いる家族の人からなのか、それか周りからなのか、それから医療機関なのかとか、まず色んな方へ
の声がけが無ければ始まらないと思います。相談がどれくらいの割合であるのか保健福祉課が把握
しているのかと言うこともあると思います。実際に自分の例から言えば、先日も申し上げましたと
おり家のじいちゃんも 97歳ということで、ハウスの中で歩いていました。だんだん歩くのが不自由
になってきたから、押しながら歩くやつを使いたいなと言いました。そうしたら、まず買おうとい
うことになったのです。全然わからなかったので、保健福祉課が相談の窓口になっているのがわか
らなかったので、まず買おうとして家族でネットなどを調べて何万円位もするね、という話になり
ましたが、じいちゃんがデイサービスに行っていましたので、デイサービスの方に相談すると「リ
ースであるよ、そんな何万もする物を買わなくてもリースで有るからリース会社を紹介してあげる
よ」と教えてもらったのが始まりだったのです。私たちも知識が無かったので、リースを利用でき
ることを知らなかったし、保健福祉課へ相談しに行けばいい、ということも知らなかったし、家族
が、私たちがまだ元気だから自分たちでやれる範囲のことしか頭にありませんでした。こういう
色々な政策を町でやっている立派なことがわからなくて、その後レンタル会社の方が来てくれて、
これは月何百円で借ることができます、ということから始まって、保健福祉課に繋がりが出来て
徐々に話が煮詰まって進んでいきました。ですから、まず第一歩であるその声を保健福祉課に届け
る方法を町民みんなにわかってもらえて、町民がどういう形での相談が多いのか、まずそれがわか
らなければ、保健福祉課で把握していなければ進めていけません、実際、保健福祉課ではどうなの
ですか。 
介護や支援を必要としている場合、相談するのは本人なのか家族の方なのか、周りからなのか、

医療機関なのか、地域包括支援センターが最初の相談窓口としての役割を住民に対しての周知は、
どのようにして行っているのか。 

【事務局】 
  年間延べ人数で、1,600人くらいの方からご相談を受けています。周知がきちんとされていない部
分もあるのかと思います。地域包括支援センターにご相談を、というのも、広報に年１回くらいし
か載せていませんでしたので、住民の方の目に触れる機会が無く実際に使ってみてこのように相談
すればよかったのかと思われる方が多いのだと思います。これからも周知の部分はしっかりとして
いかなければいけないと思いますので、制度が変わったことやこのようなときにはこのようなご相
談のような具体的な示し方が必要だと思っています。 
また、十勝全域で入退院連携ルールを作りまして、その中では、入院する際に患者さんについて

病棟の看護師さんにこちらの地域包括支援センターに問い合わせしていただき、私たちやケアマネ
ージャーさんが関わっている場合は、速やかに基本情報として今までどのような生活をしていたの
かを、ご家族に同意をいただき、個人情報になってしまうのですが、病院にお渡しする。退院の時
には、病院でどのような医療を受けて、今後の生活で困りそうな部分について、地域包括支援セン
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ターやケアマネージャーさんへ情報を返すといったルールが今年度から運用になってきました。現
在のところ厚生病院や協会病院等大きな病院に限られるとは思うのですが、地域と病院との連携の
中で地域の住民の方を支えていくすべを作っていくことが始まっています。 

【事務局】 
  様々な形で、地域包括支援センターは相談を受けているのですが、平成 18年度に地域包括支援セ
ンターを設置しました。なかなか聞き慣れない言葉だと思うのですが、設置から 11年経ちまして、
わかっていただける方が増えてきた実感はありますが、先ほど委員よりお話のあったとおり、町民
に対しての周知については、これからまた力を入れ、町民の方に知っていただく体制をとって行き
たいと思っています。相談に来られる方については、病院との連携については先ほどご説明いたし
ましたが、在宅に居る方やそのご家族、近所の方、見守りをしていただく方、民生委員協議会の委
員の皆様など、様々な形で地域包括支援センターへ相談がありますので、今後もそのような形で対
応を取らせていただきますのでよろしくお願いします。 

【会長】 
私の方からも少しお話したいと思います。地域包括支援センターの機能強化について、平成 28年

から浦幌町が取り組んで、平成 30年３月 31日までに生活支援体制整備事業、認知症総合支援事
業、在宅医療・介護連携推進事業を国からやりなさい、ということで補助金がぶら下がっているの
だろうと私は思います。そうした中で、平成 18年に地域包括支援センターが出来て以来、色々な事
業を推進している中で、ただいま委員からの質問、その答弁の中で、ＮＰＯひだまり、生活支援コ
ーディネーターの配置、それぞれ認知症サポーターの養成活動、初期認知症の中核的な大江病院と
の連携を行っているとの説明はあったのですが、そもそも地域包括支援センターの機能強化のため
には、今の浦幌町地域包括支援センターの職員が本当に充実しているのかというのが私は一番の問
題だと思っています。それがなっていないために、機能が住民に理解されない。例えば、生活支援
コーディネーター、どこでどんな活動をしているのか我々も良くわからない。私は専門家だからわ
かりますけれども、皆さんは誰が担い手となっているのか、社会福祉協議会に居るのか、浦幌町に
居るのか、ＮＰＯさんに置いているのかわからない。その方がどういう人であって、どういう仕事
をしているのかもわからない。地域ケア会議、どのような会議なのか、どのように進めているの
か、まったくわからない。一部の部分については私たちも理解しているが、住民にとってはわから
ないことが多いと思います。委員よりあったとおり、相談をどこで受け付けるのかも無い、だから
見えない部分がたくさんあって、繋がっていかない。一番は、今の地域包括支援センターの職員で
今後の地域包括支援センターが浦幌町でこれだけの高齢者が居て、総合支援事業もやっていかなけ
れば行けない中で、本当に人が足りるのかが私は疑問です。 

【事務局】 
ただいま、会長より地域包括支援センターの職員が充実しているのかとのご質問がありました。

今、地域包括支援センターにつきましては、３人といった体制の中で新たに地域包括支援センター
がやらなければ行けない業務は増えております。人員を増やすということは容易なことではありま
せんが、今のご意見をしっかりと受け止めながら、人員の確保等も含めて今後検討していきます。 
地域包括ケアシステムの姿につきましては、プロが行う仕事についてはプロが行いますが、住民

主体ということでボランティア、自治会、老人クラブ等が行うサービスが出来るのであれば、皆様
で高齢者を支えていきましょうというのが、もうひとつのケアシステムの姿でございます。先ほ
ど、生活支援コーディネーターがどこに居るのかわからない、といったお話がありましたが、ただ
いま社会福祉協議会に委託をしまして、１名活動していただいている最中です。今年から始まりま
したので具体的な成果はまだまだ時間がかかりますので出ておりませんが、先ほど申し上げたとお
り、１月 23日に社会福祉協議会が主催となり講演会、グループ討論を開催予定ですので、徐々に活
動を進めながら、地域住民の方々の力を借りて地域で高齢者を支えていく方策を考えております。
そのことをご報告申し上げまして、職員の充実もさることながら、職員ではどうしても賄いきれな
い部分については、住民の方のご協力を得ながら高齢者を支えていく方針で考えておりますので、
ご理解いただきたいと思います。 

【会長】 
他にございませんか。 

 《全委員承認》 
  
 (３) 介護保険サービス給付の見込みについて 
【会長】 
  それでは、議題の３、介護保険サービス給付の見込みについて議題といたします。事務局より説
明をお願いいたします。 

【事務局】 
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それでは、議題の(３)介護保険サービス給付の見込みについてご説明いたします。 
こちらにつきましては、計画の第５章になる予定でございます。これからは、平成 30年から 32

年、また、団塊の世代が後期高齢者になると言われる、平成 37年度の介護サービスの見込み量をこ
れから申し上げます。 

  １ 居宅サービス 

   (１) 訪問介護・介護予防訪問介護 

  ホームヘルパー等が訪問しまして、食事や入浴、身体介護等の家事援助を行うサービスでござい

ます。こちらにつきましては、第６期の実績を元に利用者数を計上しております。なお、人数は１

月あたりの人数となっております。 

   (２) 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

  移動入浴車等で入浴等の介助等を行うサービスになっております。これにつきましても３ヵ年の

実績を元に計上しております。 

 (３) 訪問看護・介護予防訪問看護 

  主治医の指示書に基づき、看護師などが家庭を訪問して必要な診療補助を行うサービスでござい

ます。 

 (４) 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

  主治医の指示書に基づき、自宅で理学療法など、必要なサービスをうけることになります。 

  訪問リハに付きましても、実績を元に第７期を推計しております。 

 (５) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

  病院、診療所などの医師、歯科医師等が自宅を訪問して行う療養上の管理と指導等を行うサービ

スです。 

 (６) 通所介護・介護予防通所介護 

  デイサービス等に通所し、食事や入浴を受け、日常生活能力の維持を図ることを目的としたサー

ビスです。 

  通所介護につきましては、実績を元に計画しております。 

 (７) 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

  利用者が介護老人保健施設などに通所し、理学療法士や作業療法士の指導の下で専門的なリハビ

リテーションを受け、送迎・入浴・食事等のサービスも受けられるサービスです。 

 (８) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

  施設等に短期入所しながら、入浴や排泄、食事などの介護や機能訓練を行うサービスです。 

 (９) 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

  介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所しながら、医学的な管理のもとで、看護、介

護、リハビリを行うサービスです。 

 (10) 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

  利用者が日常生活を営むために、福祉用具を選定・貸与を受けるものです。 

これについては、先ほど委員よりお話のあったものです。 

利用者につきましても、横ばいまたは増えるといった推計になっております。 

 (11) 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

  排せつや入浴に使われる特定福祉用具の購入費について、年間 10万円を上限として支給するサー

ビスです。 

 (12) 住宅改修費・介護予防住宅改修 

  自宅の段差解消や手すりの取り付け等小規模な住宅の改修をした場合に、その費用の一部の支給

を行うサービスです。 

 (13) 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

  養護老人ホーム等また、町外の有料老人ホーム等になりますけれども、入居している方に対し

て、日常生活上の支援、機能訓練の支援を行うサービスです。 

 (14) 居宅介護支援・介護予防支援 

  居宅サービス計画、ケアプランといったもので、介護予防の方は介護予防支援となります。この

サービスを受ける方の人数の推計でございます。 
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２ 地域密着型サービス 

 (１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  重度者等が、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携しながら、短時間の定期巡回型訪

問と随時の対応を行うサービスです。 

 これにつきましては、第６期計画で利用された方は０なのですが、町外でのサービス利用を予測

しております。 

   (２) 夜間対応型訪問介護 

  夜間において、定期的な巡回訪問もしくは通報を受けて、介護福祉士などによって入浴、排せつ

等の介護などの日常生活上の支援を提供するサービスです。 

   (３) 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

  認知症高齢者がデイサービスセンターなどの施設に通い、こちら保健福祉センター等になります

けれども、入浴等の介護や機能訓練を行うサービスです。 

   (４) 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

  通い、訪問、泊まりなどの機能を複合的に組み合わせた施設になっておりまして、介護や日常生

活上の支援と機能訓練を提供するサービスです。 

  これについて、計画は０です。 

 (５) 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

  認知症高齢者等が共同生活をし、介護や日常生活の支援、機能訓練を受けるサービスです。 

  これにつきましては、本町においてＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツの「パン」と、「い

と」になります。 

 (６) 地域密着型特定施設入居者生活介護 

  入居している方を対象として、介護などの日常生活上の支援と機能訓練を提供するサービスで

す。 

  これにつきましても、ＮＰＯ法人オーディナリーサーヴァンツの、「麦」になります。 

 (７) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

  常時介護を必要とする方が、自宅における介護が困難な場合に日常生活の支援のほか、機能訓

練、療養生活の支援などを提供するサービスです。 

  これにつきましては、実績も計画も０としています。 

 (８) 看護小規模多機能型居宅介護 

  小規模多機能型居宅介護と訪問看護、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて

提供するサービスです。 

これにつきましても、実績も計画も０として計上しています。 

 (９) 地域密着型通所介護 

  デイサービスセンターに通ってもらい、介護予防を目的に入浴等の介護、日常生活上の支援や運

動機能の向上や栄養改善のための指導等の機能訓練を行うサービスです。 

３ 施設サービス  

 (１) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  常に介護が必要で、基本的には、要介護３以上になりますけれども、自宅において介護が困難な

方に日常生活の介護などを行うサービスです。 

  第６期の実績をもとに、若干の増として計上しております。 

 (２) 介護老人保健施設（老人保健施設） 

  症状が安定し、在宅復帰を目指すためのリハビリテーションを中心とした施設となります。 

  これにつきましては、実績等をふまえまして、増加すると推計されています。 

 (３) 介護療養型医療施設（療養型病床・病院等） 

  長期的な療養を必要とする方に、看護、医学的な介護、機能訓練、その他必要な医療を行うサー

ビスです。 

  実績、計画は０として計上しています。 

４ その他の介護保険給付等 
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   (１) 高額介護サービス費 

  １カ月に支払った介護または予防サービスの利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に払い

戻されるサービスになります。 

   (２) 高額医療合算介護サービス費 

  世帯の１年間の介護・予防サービスの利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等

を合算した額が、上限額を超えた場合に払い戻されるサービスになります。 

 (３) 特定入所者介護サービス費等 

  介護保険施設等の利用時における食費、居住費は原則として利用者が負担することとなっていま

すが、一定額を超えた場合に特定入所者介護サービス費等として支給されます。 

  11ページになりますが、先ほど申し上げました、計画に係る第６期の実績、３ヵ年の第７期の計

画、平成 37年度に見込まれるサービス量をそれぞれの、１．介護予防サービス見込み量、２．介護

サービス見込み量ということで、１は要支援１・２の方々、２は要介護１～５の方々のサービス利

用者の人数、今現在の介護報酬の給付費、その単位をかけた金額で実際に給付されると予測される

金額を計上した表になります。 

12ページ中段の３．総給付費になります。平成 27年度、５億 2,588万円、平成 28年度、５億 36

万２千円、平成 29年度は見込みになりますが、５億 1,149万３千円、今後の３ヵ年の平成 30年度

は、５億 2604万６千円、平成 31年度は、５億 3,864万１千円、平成 32年度は、５億 6,305万４千

円、平成 37年度につきましては、６億 1,501万３千円となる推計でございます。なお、この報酬に

つきましては、介護サービスに対しまして介護事業所が行った分を介護保険から支給するものにな

ります。ここ２、３日、新聞等で報道されておりますけれども、国の介護報酬の改訂について審議

していまして、この給付総額というのは、現在の単位を使った総額になります。この単位が変わる

ことによって、今回お示ししました給付総額が確定ではなく本日この給付総額につきましては参考

といった形でご理解いただければと存じます。 

【会長】 
  ただいま、事務局より議題の(３)、介護保険サービス給付の見込みについての説明がありました
が、何かご質問等ございませんでしょうか。 

【委員】 
  ７ページ(５)についてはグループホーム、８ページ(６)は、「麦」 
だと思うのですが、浦幌町の給付額の計算上では、町のグループホーム以外でも、他町村に入所する
人も見込んでいるのですか。 

【事務局】 
  本町において、認知症対応型共同生活介護は、「パン」と「いと」がそれぞれ９名として、18名の
定員となっております。それを超えるだけの実績や計画があるということは、先ほどご質問の中に
ありましたとおり、町外サービスの提供を受けていらっしゃる、転出はされていますが、住所地特
例者という形になりますけれども、保険者は浦幌町で、浦幌町の介護保険から給付されていて、帯
広市や十勝近郊でサービスを受けている方々の人数が加わることになりますので、定員である 18名
を超えた見込みを計上したところです。 

【委員】 
  最後の総給付費については、利用者負担を除いた額の積み上げと言う理解でよろしいでしょう
か。 

【事務局】 
  はい。 
【会長】 
  その他にありませんでしょうか。 

《全委員承認》 
 

 (４) 計画策定のスケジュールについて 
【会長】 
  それでは、議題の４、計画策定のスケジュールについて議題といたします。事務局より説明をお
願いいたします。 

【事務局】 
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  本日、12月 21日、左側、第２回策定審議会でございます。本日この議題に載せておりますが、こ
の後、下旬から計画の素案の第３章から第４章の作成を行いまして、地域支援事業これが町の事業
でございますが、この推進の検討、介護保険を補完する事業について検討させていただきます。年
が明けまして初旬に、高齢者福祉施策の推進検討、第１号被保険者 65歳以上になりますが介護保険
料の見込みの検討を行います。それから、介護保険事業の適正な運営方針、計画の素案を作成し、
左側策定審議会を１月の中旬に予定、第３回策定審議会としまして、12月の下旬から来月の中旬ま
で検討した内容についてご提示申し上げまして、最終的な素案を作成した中でご審議いただく予定
でございます。また、１月 22日から計画素案のパブリックコメントの開始、２月 15日にはパブリ
ックコメントを終了し、この後２月の第４回策定審議会においてパブリックコメントの結果を元に
ご審議をいただいて、第１号被保険者の介護保険料の決定をさせていただき、素案の最終決定とい
うことで町長に対して答申をいただくといったスケジュールになっております。 

【会長】 
  皆さん何かございませんか。 

《全委員承認》 
 
３ その他 
【会長】 

  それでは、最後に、会議次第の(３)、その他について議題といたします。 

  事務局から説明願います。 
【事務局】 

  次回の審議会についてでありますが、先ほどスケジュールによりご説明したところであります

が、第３回の本審議会を１月１９日（金）午後１時３０分から開催をさせて頂きたいと考えており

ます。 

年明け早々であり、公私共にお忙しいとは存じますが、御出席賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

  また、今回説明しました議事の中で、何かわからないことなどありましたら随時事務局へご連絡
いただければ幸いと存します。 

【会長】 
  全体を通して何かありませんか。 

《全委員承認》 
  無ければ終わらせていただこうと思います。今日は、第２回の策定審議会ということでご意見賜
りましてありがとうございます。 

  今後ともお願いし、年末でありますので風邪を引かないようにお過ごし願いますよう申し上げま
して、閉会の挨拶とさせていただきます。 

  今日はありがとうございました。 


